
  

 

＜Press Release＞           2016年 7月 12日 

ルミネ新宿・ルミネマン渋谷・ルミネ池袋・ルミネ荻窪・ルミネ北千住 

ルミネ横浜・ルミネ藤沢の 7館で開催 

今年の夏は、ルミネで満喫！ 
“沖縄バカンス気分”や、1日限定の屋上“星空シネマ”など 

都会にいながら夏を楽しめるイベント盛りだくさん 
 

株式会社ルミネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：新井良亮）は、「ルミネ新宿」「ルミネマン渋

谷」「ルミネ池袋」「ルミネ荻窪」「ルミネ北千住」「ルミネ横浜」「ルミネ藤沢」の 7 館で、真夏を楽しむさまざまなイベ

ントを開催します。 

 

ルミネ新宿では、飲食・食品各ショップにて、各国のビールをラインナップ。 
期間中には、ルーフトップビアガーデン「東京小空」にて“沖縄フェア”を開催し、 
オリオンビールやブルーシールアイスクリームのほか、沖縄ラムを使った 
「沖縄ピニャコラーダ」をご用意します。7月 29日（金）には、石垣島出身 
アーティスト『トレモノ』によるライブも開催。 

 
ルミネマン渋谷では、8月 4日（木）～31日（水）の期間、 

「FASHION×SPORTS」~ENJOY YOUR SPORTS MIND~と題して、夏の 
スポーツマインドを盛り上げるキャンペーンを実施します。期間中、お買上金額に 
応じてスポーツにちなんだ豪華景品が当たる抽選会も実施。 

 
ルミネ池袋では、7月 19日（火）～8月 31日（水）の期間、 

ドラマ「侠飯～おとこめし～（テレビ東京）」に出演中の内田理央さんとの 
コラボ企画として、館内レストランにて「姐飯～おんなめし～」と題し、“さっぱり” 
“辛い”オリジナルメニューをご用意します。 
また、夏のお薦めアイテムをインスタグラムで情報発信。水着や浴衣等のファッション 
アイテム以外にも、夏のレジャー関連グッズ、関東の花火大会スポット等も掲載し、 
夏を存分に楽しめる情報をご提供します。 
 
ルミネ荻窪には、7月 30日（土）の 1日限定で屋上に「荻窪映画館」 

～ルミネ荻窪星空シネマ～が出現。 “荻窪に映画館を”をコンセプトに、全国各地の 
カフェや美術館など様々な空間で世界各国の映画を上映する移動映画館 
『キノ・イグルー』による星空シネマとライブを開催します。 

 
ルミネ北千住では、7月 23日（土）～8月 7日（日）の期間 

「LUMINE de 夏祭り」を開催。８月５日（金）8月 6日（土）の 
『OKINAWA BEER TERRACE』では、屋上でオリオンビールを飲みながら、 
沖縄音楽を楽しむ DJ ステージや、三線奏者によるスペシャルライブ、沖縄の 
伝統芸能エイサーステージなどを開催。その他にも、夏を満喫するイベントを 
実施します。 
 
ルミネ横浜では、7月 1日（金）～8月 31日（水）の期間、レストラン各店 

にて、栄養たっぷりの夏野菜や夏に食べたいピリ辛メニュー、ひんやり癒しのスイーツなど、 
とっておきのラインナップが登場。各店がご提案する、夏ならではの特別メニューをお楽
しみいただけます。 

 
ルミネ藤沢では、7月 19日(火)～8月 31日(水)の期間、「新江ノ島水族館」

とのコラボ企画を実施します。8月 6日（土）には、出張水族館「新江ノ島水族館がやって来る！」を開催。 
ミズクラゲとヒトデの展示や、星の砂やガラス細工を使ったキャンドルづくりのワークショップなど、大人から子供まで 
楽しめるイベントとなっています。 

ルミネ新宿店「ENJOY MID SUMMER」 

メインビジュアル 

 
ルミネ荻窪 「荻窪映画館」 

メインビジュアル 



 

 

 

ルミネ新宿          
 

■ENJOY MID SUMMER 

 開催期間： 
2016年 7月 14日（木）～2016年 7月 31日（日） 

 開催場所： 
ルミネ新宿 ルーフトップビアガーデン「東京小空」・レストラン・カフェ・食品各ショップ 

 企画内容： 
飲食・食品各ショップで各国ビールを展開。 
期間中、ルーフトップビアガーデン「東京小空」にて“沖縄フェア”を開催。 
 

【沖縄フェア】 
  オリオンビール（数量限定）やブルーシールアイスクリーム、沖縄ラムを使った 
「沖縄ピニャコラーダ」をご提供。 

  7月 29日（金）には、石垣島出身アーティスト「トレモノ」によるライブを開催。 
  開催場所：  ルーフトップビアガーデン「東京小空」 

  

 

 
ルミネマン渋谷 
 
■FASHION×SPORTS～ENJOY YOUR SPORTS MIND～ 

 開催日時： 
2016年 8月 4日（木）～2016年 8月 31日（水） 

 開催場所： 
ルミネマン渋谷各店舗 

 企画内容： 

期間中、1 レシート税込 5,000円以上のお買上でスクラッチカードを進呈、 

当たりが出たらスポーツにちなんだ豪華景品をプレゼントするほか、 

館内各ショップでも、スポーツに関連したアイテムやブランドを展開します。 

また、キャンペーン開催にともない、『Soccer Junky（サッカー ジュンキー）』の 

期間限定ショップがオープンいたします。 

【Soccer Junky 期間限定ショップ】 

メンズアパレルブランド「JUNRed」とスポーツアパレルブランド「サッカー ジャンキー」の 
コラボレーベル『サッカー ジュンキー』の POP UP STOREが期間限定でオープン!! 
イラストレーターJERRY氏が描き下ろしたユーモアあふれるイラストが描かれた 
プロダクトを中心に、T シャツやトランプ、トートバッグなどがラインナップ。   
その他、限定のバッグパックなども展開します。 
「JUNRed」 HP: www.junred.jp 

場所： ルミネマン渋谷 1F催事スペース 
期間： 2016年 8月 10日（水）～2016年 8月 21日（日） 
 
   

各館のイベント概要 

［トレモノ］ 
2009 年結成。ソウル、ファンク、レゲエ、ラテン、サーフと様々なジャンルを独特なセンスでチャンプルーし独自のポップ
サウンドに昇華する、木田龍良(Vo&Gt), 難波良(Gt),仲間全慶(Ba)の3名からなる石垣島出身／都内在住の
スリーピースバンド。 
2013 年、タワレコ主催オーディションにてグランプリを獲得し、2014 年 5 月に 2nd.ミニアルバム「Paradise A Go 
Go!!」をリリースし、ツアーファイナルとなる shibuya duo MUSIC EXCHANGE でのワンマンライヴではソールドアウト
を記録。また Tropical Lovers Beach Festa 2015 など各地のフェス／サーキットにも出演。特に各フェスでのトッ
プバッターとしての出演が多く、確実に 1発目から盛り上げるそのライヴパフォーマンスが魅力!! 
 



   
ルミネ池袋 
 

■「テレビ東京コラボ企画 『姐飯～おんなめし～』」 

 開催日時： 
2016年 7月 19日（火）～2016年 8月 31日（水） 

 開催場所： 
 ルミネ池袋 イケレス 8＆9 
 企画内容： 

ドラマ「侠飯～おとこめし～(テレビ東京)」に出演中のMORE専属モデル  

内田理央さんとのコラボ企画として、 「姐飯～おんなめし～」を開催。 

館内各レストランにて、夏にぴったりな “さっぱり” “辛い”オリジナルメニューを 

ご用意します。期間中、夏メニューをご注文のお客様に素敵な賞品が当たる 

抽選券を差し上げます。 

更に、抽選で現在大注目の俳優 西銘駿さんのトークショーにご参加いただけます。 

抽選賞品： A賞 ・・・ 内田理央のサイン入りスペシャルグッズ 5名様 

         B賞   ・・・ 西銘駿のトークショー参加券 100名様 

         C賞   ・・・ ルミネ池袋 イケレス 8&9 お食事券（1,000円分） 200名様 

 
 
■「Must buy! Summer Collection&Hit Cosme!」 

 開催日時： 
2016年 7月 19日（火）～2016年 8月 31日（水） 

 開催場所： 
 ルミネ池袋全館  
 企画内容： 
ルミネ池袋が夏のお薦めアイテムをインスタグラムやフリーペーパーで情報発信。 
水着や浴衣等のファッションアイテム以外にも、レジャー関連グッズ、 
夏のお薦めコスメ、近郊の花火大会スポット等も掲載し、夏を存分に楽しめる 
情報をご提供します。 

 

 

 

ルミネ荻窪 
 

■屋上イベント「荻窪映画館」～ルミネ荻窪星空シネマ～ 

 上映作品： 

『キートンのセブンチャンス』  
 開催日時： 

2016年 7月 30日（土） 17:00～20:30 
※雨天決行 

 開催場所： 
ルミネ荻窪 7階・8階屋上 

 参加費： 
入場無料 

［侠飯～おとこめし～］ 

作家・福澤徹三の同名小説を映像化した テレビ東京 ドラマ 24『侠飯～おとこめし～』は、生瀬勝久が演じる

ヤクザの組長・柳刃竜一が、あることから大学生の家に住みつき、なぜか絶品の料理をふるまう様子を描く“任侠

×グルメ”の異色作品。ヤクザの抗争に巻き込まれ、柳刃組長を自宅に匿う事になった不運な大学生、若水良

太役に柄本時生、内田理央は良太の同級生で、見た目は可愛いのに中身が腐女子な大学生、結城春菜役

を演じる。 

テレビ東京 ドラマ 24 『侠飯～おとこめし～』 オフィシャルサイト 

http://www.tv-tokyo.co.jp/otokomeshi/ 

 
 



 
 企画内容： 

「荻窪映画館」～ルミネ荻窪星空シネマ～は、ルミネ荻窪店初のナイトシネマイベント。 

7月 30日の 1日限定となる同イベントは、 “荻窪に映画館を”をコンセプトに、 

移動映画館「キノ・イグルー」による星空シネマと、ライブ「星空演奏会」を開催します。 

当日は、シネマにぴったりの荻窪ビール工房によるクラフトビールや、 

FOOD unit GOCHISOのポップコーン、piyototochatのかき氷もお楽しみ 

いただけます。 

 

★ルミネ荻窪店 レストランフロアでは、期間限定で“はしご酒”も 

お楽しみいただけるドリンク+おつまみの「CHOINOMI set」をご提供します。 

 

 

 

ルミネ北千住 
 
■LUMINE de 夏祭り 
 開催日時 

2016年 7月 23日（土）～2016年 8月 7日（日） 
 開催場所： 

 ルミネ北千住館内 
 企画内容： 
“夏祭りムード”を楽しめる催しを展開 

 

- LUMINE de 浴衣 

期間： 7月 23日（土）、24日（日）、30日（土）、31日（日） 

 8月 6日（土）、7日（日） 

内容： 期間中、浴衣でご来店いただいたお客さまに素敵なプレゼント！ 

 ① ショップにて素敵な特典をご用意 ※詳しくは館内チラシをご覧ください 

 ②  各日先着 50名様に花王「8×4ボディフレッシュクールデオドラント 

   シトラスマリン」をプレゼント 

        お渡し場所：3F インフォメーション 

 

- LUMINE de 夏遊び 

日時： 8月 6日（土）～8月 7日（日） 各日 12:00～17:00 

内容： ルミネ北千住館内ショップにて、税込 1,000円以上（合算不可） 

 の当日お買い上げレシートのご提示でヨーヨー釣りや輪投げにご参加いただけます。 

場所： 8F 紅虎餃子房前 

 

- OKINAWA BEER TERRACE（屋上イベント） 

日時： 8月 5日（金）18:00～21:00 ・ 8月 6日（土）17:00～21:00 

内容： 屋上でオリオンビールを飲みながら沖縄カルチャーを楽しむルミネ北千住のスペシャルな 2Days! 

 沖縄音楽を楽しむＤＪステージや、三線奏者による生ライブ、エイサーステージ、琉球衣装体験 

 など、沖縄を楽しむコンテンツがもりだくさん。沖縄の伝統文化をお楽しみいただけます。 

入場： 無料 

 

★ONE LUMINE特典★ 

      ルミネのアプリ「ONE LUMINE」をダウンロードすると、各日先着 60名様に、『オリオンビール』を      

 プレゼントいたします。 

 

 

 

 

 



 
■下取り＆買い替えキャンペーン       

 開催日時 
2016年 7月 29日（金）～2016年 7月 31日（日） 

 開催場所： 
 ルミネ北千住 ３F正面入口（風除室） 
 企画内容： 
期間中、ご不要となった洋服とシューズ（レディス・メンズ・キッズ）をお持ちいただくと、ルミネ北千住で 1 レシ
ート税込 5,000円以上のお買い上げごとにご利用いただける 500円分のお買物券を 1点につき 1枚差し
上げます（お１人様 3点まで） 
 

 
ルミネ横浜 
 
■「Summer Menu」 
 開催期間： 

2016年 7月 1日（金）～2016年 8月 31日（水） 
 開催場所： 
ルミネ横浜館内 各レストラン 

 企画内容： 

栄養たっぷりの夏野菜や夏に食べたいピリ辛メニュー、ひんやり癒しのスイーツなど、 

とっておきのラインナップが登場。 

各店がご提案する、夏ならではの特別メニューをお楽しみいただけます。 

 

この夏新しいレストランが 1ショップオープン！ 
２ショップがリニューアル！新しくなったレストランフロアに是非お越しください。 

■7/1 リニューアルオープン  イタリアン 『オッティモシーフードガーデン』 ６Ｆ  
■7/27 リニューアルオープン タイ料理 『マンゴツリーカフェ』 ６Ｆ 
■7/27 ニューオープン  どんぶりカフェ 『マルモキッチン』 ６Ｆ 

 
 
ルミネ藤沢 
 
■「新江ノ島水族館コラボ企画」 
 開催期間： 

2016年 7月 19日(火)～2016年 8月 31日(水) 
 開催場所： 
ルミネ藤沢館内 

 企画内容： 

ルミネ館内で新江ノ島水族館を楽しめるイベント。 
出張水族館「新江ノ島水族館がやって来る！」を開催。幻想的なミズクラゲと 
ヒトデの展示、星の砂やガラス細工を使ったキャンドルづくりのワークショップなどを 
実施します。 
 

【出張水族館 “新江ノ島水族館がやってくる！”】 

◇ ミズクラゲ＆ヒトデの展示 
水族館スタッフによる、生物の生態説明やヒトデのふれあい解説などを実施します。 
日時 ： 8月 6日（土）13：00～／16：00～ 
場所 ： 4F エレベーター前 

 
◇ えのすいワークショップ “ジェリーキャンドルを作ろう！”  

星の砂やガラス細工を使ったかわいいキャンドルをお作りいただけます。 
時間 ： 8月 6日（土）10：00～18：00（定員：先着 100名様） 
場所 ： 4F エレベーター前（所要時間：15分程度） 
料金 ： 1回 500円（※チャリティとして寄付させていただきます） 

            ※ルミネカード会員は無料 
 
 



 
 

 
【一般のお客さまからのお問合せ先表記】 

 
「ルミネ新宿」 Tel. 03-3348-5211（代表） 

〒160-0023東京都新宿区西新宿 1-1-5 

「ルミネマン渋谷」 Tel. 03-5784-9610（代表） 

〒150-0041東京都渋谷区神南 1 ｰ 22 ｰ 11    

「ルミネ池袋」 Tel. 03-5954-1111（代表） 

〒171-0021東京都豊島区西池袋 1-11-1 

「ルミネ荻窪」 Tel. 03-3393-3751（代表） 

〒167-0043東京都杉並区上荻 1-7-1  

「ルミネ北千住」 Tel. 03-3888-7552（代表） 

〒120－0026東京都足立区千住旭町 42-2 

「ルミネ横浜」 Tel. 045-453-3511（代表） 

〒220-0011神奈川県横浜市西区高島 2-16-1 

「ルミネ藤沢」 Tel. 0466-24-4000（代表） 

〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢 438-1 


